
おもな使用食品の働き エネルギー たんぱく質

体をつくるもとになる食品 エネルギーのもとになる食品 体の調子を整えるもとになる食品 kcal g

3 月
ハヤシライス　ポテトのフレンチサラダ
オレンジゼリー　牛乳

豚もも肉,アガー,牛乳
米,米粒麦,なたね油,
じゃがいも,さとう

たまねぎ,にんじん,にんにく,
ぶなしめじ,きゅうり,オレン
ジジュース

694 22.9

4 火
ごはん　ひじきふりかけ　すまし汁
鶏肉と野菜のごまみそ煮　牛乳

ひじき,かつお加工品,
鶏肉,生揚げ,米みそ,牛乳

米,いりごま,さとう,ふ,
なたね油,さといも

えのきたけ,ほうれんそう,
しょうが,ごぼう,干しいたけ,
こんにゃく,にんじん

606 24.2

5 水
ココア揚げパン　白菜と肉団子のスープ
千切りポテトサラダ　牛乳

豚ひき肉,たまご,
凍り豆腐,ベーコン,牛乳

コッペパン,なたね油,
さとう,でんぷん,
じゃがいも

はくさい,たまねぎ,にんじん,
チンゲンサイ,しめじ,長ねぎ,
しょうが,こまつな,りんご缶

585 22.8

6 木
【かみかみメニュー】
高野ごはん　みそ汁　きびなごのから揚げ　お浸し
牛乳

凍り豆腐,油揚げ,わかめ,
米みそ,きびなご,牛乳

米,さとう,じゃがいも,
でんぷん,なたね油

たまねぎ,しょうが,はくさい,
ほうれんそう,にんじん 603 25.2

7 金 みそラーメン　肉団子のもち米蒸し　みかん　牛乳
豚もも肉,米みそ,
豚ひき肉,たまご,牛乳

中華めん,いりごま,ごま
油,なたね油,でんぷん,
もち米

しょうが,にんにく,長ねぎ,に
んじん,たまねぎ,もやし,に
ら,コーン缶,干しいたけ,みか
ん

651 29.5

10 月
【地産地消・とびうお】
ごはん　にらたまスープ とびうおの揚げぎょうざ
青菜ともやしのお浸し 牛乳

たまご,とびうおすり身,
牛乳

米,でんぷん,ごま油,
ぎょうざの皮,なたね油,
さとう

にんじん,長ねぎ,にら,にんに
く,しょうが,はくさい,もや
し,こまつな

583 20.7

11 火
フレンチトースト　ミネストラスープ
コンビネーションサラダ　牛乳

たまご,豚もも肉,
ベーコン,まぐろ油漬缶,
牛乳

食パン,さとう,マカロニ,
なたね油,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,セロリー,
にんにく,トマト缶,こまつな,
キャベツ,もやし,コーン

574 24.9

12 水
キムチチャーハン　わかめスープ
青のりビーンズポテト　牛乳

豚もも肉,わかめ,豆腐,
大豆,あおのり,牛乳

米,なたね油,ごま油,
いりごま,でんぷん,
じゃがいも

にんじん,ピーマン,はくさい,
えのきたけ 609 22.5

13 木
サーモンクリームスパゲティ
野菜のオニオンサラダ　りんごゼリー　牛乳

鮭角切,アガー,牛乳
ロングスパゲティ,
なたね油,バター,小麦粉,
さとう

たまねぎ,ぶなしめじ,ほうれ
んそう,キャベツ,にんじん,も
やし,りんご缶,りんごジュー
ス

643 25.6

14 金 豚丼　みそ汁　野菜とのりのお浸し　牛乳
豚もも肉,わかめ,油揚げ,
米みそ,焼きのり,牛乳

米,米粒麦,さとう,
なたね油

たまねぎ,こんにゃく,長ねぎ,
にんじん,だいこん,えのきた
け,はくさい,こまつな

597 24.3

17 月
ポークカレーライス　海藻と野菜のサラダ　りんご
牛乳

豚もも肉,海藻ミックス,
牛乳

米,米粒麦,じゃがいも,
なたね油,さとう

たまねぎ,にんじん,しょうが,
にんにく,キャベツ,こまつな,
りんご

676 18.7

18 火
【お弁当給食】
わかめごはん　鶏肉の竜田揚げ　卵焼き
野菜の和風サラダ　みかん　牛乳

わかめ,鶏もも肉,たまご,
牛乳

米,米粒麦,でんぷん,
なたね油,さとう

しょうが,たまねぎ,干しいた
け,こまつな,はくさい,にんじ
ん,みかん

625 23.1

19 水
【郷土料理・富山県】
ごはん　いとこ煮　大豆入り松風焼き
野菜のしょうがじょうゆがけ　牛乳

油揚げ,あずき,豚ひき肉,
大豆,たまご,米みそ,牛乳

米,さといも,なたね油,
パン粉,さとう,いりごま

だいこん,にんじん,ごぼう,こ
んにゃく,たまねぎ,長ねぎ,
しょうが,パセリ,キャベツ,ほ
うれんそう

637 26.4

20 木
【冬至(12月22日)】
ごはん　かきたま汁　さばのゆずみそ焼き
野菜のごま酢がけ　牛乳

豆腐,たまご,さば,米みそ,
牛乳

米,でんぷん,さとう,
いりごま

ほうれんそう,しょうが,長ね
ぎ,ゆず,はくさい,こまつな,
にんじん

646 24.4

21 金
【クリスマスメニュー】
チョコチップパン　パスタスープ　クリスピーフィッシュ
野菜サラダ　サイダーゼリー　牛乳

豚もも肉,メルルーサ,
アガー,牛乳

チョコチップパン,
マカロニ,なたね油,
小麦粉,ｺｰﾝﾌﾚｰｸ,さとう,
サイダー

たまねぎ,にんじん,チンゲン
サイ,にんにく,キャベツ,こま
つな,パイン缶,黄桃缶

656 25.9

平成３０年１２月　献立表
中央区立月島第一小学校

日 曜 献 立 名

※都合により献立内容を変更する場合があります。

児童１人１回当りの平均栄養摂取量（小学校）
栄養価 ｴﾈﾙｷﾞ- たん白質 脂肪 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾙｼｳﾑ 鉄 食物繊維

(食塩相当量) Ａ B1 B2 C
(kcal) (g) (％) (g) (mg) (mg) (μgRE) (mg) (mg) (mg) (g)

12月分平均 626 24.1 27 2.4 323 2.2 219 0.41 0.54 27 3.8
640 24 25～30 2.5 350 3 170 0.4 0.4 20 5

ビタミン

学校給食摂取基準

日本の郷土料理（富山県）

今月は富山県の郷土料理

「いとこ煮」です。根菜や

こんにゃくを煮て小豆を加

え、しょうゆなどで味付け

した料理です。材料となる

根菜がいとこの関係のよう

だということや、食材を硬

い順に「追々」煮ていくこ

とから、「甥甥」とかけて

「いとこ煮」と呼ばれてい

るそうです。19日は汁物と

して提供します。

おせち料理は、１年の健康や幸せを願い、家族が集まっておせち料理やお雑煮といった正月

料理を食べます。食材の一つ一つに、願いやお祝いの気持ちや意味があります。

１２月２２日は冬至で

す。冬至は、１年で最も

昼の長さが短くなる日の

ことです。昔からこの日

はかぼちゃを食べたり、

ゆず湯に入る習慣があり

ます。給食では、２０日

に冬至メニューで“さば

のゆずみそ焼き”を提供

します。

２１日はクリスマスメ

ニューです。

おせち料理

・えび

腰が曲がるまで長生きで

きるように。

・かずのこ

子どもや孫に恵まれます

ように。

・黒まめ

まめ(まじめ)に働き、まめ

(健康)に暮らせるように。

・きんとん

金運に恵まれるように。

・昆布巻き

よろこぶことが

ありますように。

・たづくり

小魚を田んぼの肥料にした

ことから、豊作を願って。
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